ﾘﾌﾄ１日券 ２０１８．０１．０１
１０：００

Ｈｕｎｔｅｒ Ｍｔ．

１日券
大 人

みほん

◎特典有効期間は、２０１８年４月のスキー場営業終了ま
でです。

■券表示年月日のﾘﾌﾄ運行終了まで有効
■券面中央での切り離しは無効

現金

00-00000

◎下記施設で使用済みリフト１日券を提示すると、入浴
料がそれぞれ割引になります。

¥0,000

◆ご注意：昨シーズン以前のチラシをお持ちの場合
でも、特典は本チラシの内容となりますことをご了
承ください。

※リフト券購入日と翌日の２日間有効です。

冬のハンタマ利用者特典

協賛施設一覧（入浴できる施設）

地区

にごり湯の宿 湯荘白樺

新 湯

32-2565 １０：００～２０：００

大人500円→300円

秘湯にごり湯の宿 渓雲閣

新 湯

32-2361 １２：００～１５：００

大人1000円→500円

ゑびすや

元 湯

32-3221 １０：１５～１４：００

大人500円→400円

大出館

元 湯

32-2438 １０：００～１６：００

大人600円→500円

旅館 まじま荘

上塩原 32-4162 １０：００～１７：００

大人500円→400円

湯宿 梅川荘

中塩原 32-5115 １４：００～１９：００

大人800円→500円

中塩原 32-5111 要予約

1組2000円→1500円

伊東園ホテル塩原

古 町

32-2811 １３：００～１７：００

大人540円→270円

源泉遺産 那須塩原別邸

古 町

32-2110 １４：００～１７：３０

大人800円→400円

源泉の湯 東や

古 町

32-3636 １５：００～１８：００

大人500円→400円

32-2756 要問合せ

大人600円→500円

源泉掛け流しのちいさなホテル
古 町
塩原山荘

入浴時間

特典内容
（通常料金→割引料金）

施設名

ガストホフ夢木香

℡(0287)

2017.12.11一部変更

店舗の紹介
乳白色の天然硫黄泉が、かけ流
しで浴槽にそそがれます。
硫黄泉にごり湯をなみなみ掛け
流し。（利用は大浴場のみ）
塩原最古のにごり湯。飲泉可！
（毎週木曜日休み）
黒色と緑白色、２色の源泉を楽し
める。秘湯の絶景温泉。
マイルドな泉質はお子様からお年
寄りまで安心。
塩原エリアでは、常に口コミ上位
の温泉です。一度は是非♪
美容効果のある天然温泉。（大浴
場の貸切入浴が特典）
露天風呂やサウナも完備。（月・
木曜は１５：００から）
渓谷沿いの露天風呂、素材を活
かした料理でおもてなし。
源泉かけ流し風呂！！（貸切風
呂は利用不可）
湯に手を加えず源泉掛け流し。
（不定休につき要問い合わせ）

大人700円→500円
「湯仙峡」で贅沢な湯めぐりを。
土休は1000円→800円

ホテルニュー塩原

門 前

32-2611 １１：００～２０：００

美肌の湯と寛ぎの宿 光雲荘

門 前

32-2414 １５：００～１９：００

大人600円→500円

満寿家

古 町

32-2001 １４：３０～１９：００

大人800円→400円

旅館 上会津屋

古 町

32-2734 １６：００～２０：００

大人700円→350円

秀山閣 佐か茂登

門 前

32-4321 １４：３０～１７：００

大人600円→500円

大江戸温泉物語
かもしか荘

福 渡

32-2532 １４：３０～２３：００

大人700円→500円
土休は1000円→800円

湯ったりの宿 松楓楼松屋

福 渡

32-2003 １４：３０～１７：００

大人1000円→500円

塩原グリーンビレッジ
森のいで湯 福のゆ

福 渡

32-2751 １０：００～２１：００

大人720円→520円

◆ご利用にあたって・・・
記載の入浴時間内であっても、混雑時や休館の場合にはご利用いただ
けないことがありますので、あらかじめご了承ください。また、他の割引
サービスとの併用はできません。タオルは持参してください。

美肌成分豊富な自家源泉。（貸切
風呂利用不可）
メタケイ酸豊富な自家源泉かけ流
し。
飲泉のできる新鮮な温泉をかけ
流してます。
自家源泉かけ流し、湯量豊富な
温泉です。
山並みの景観や、星が降り注ぐ
最上階檜露天風呂が自慢。
渓谷美を心行くまでお楽しみ頂け
ます。（年末年始不可）
露天風呂からの塩原の自然をお
楽しみいただけます。

※特典の内容は変わる場合があります。

下記施設で使用済みリフト１日券を提示すると、それぞれの特典サービスを受けることができます。
※特典有効期間は、２０１８年４月のスキー場営業終了まで。
⇒ご注意：昨シーズン以前のチラシをお持ちの場合でも、特典は本チラシの内容となります。

冬のハンタマ利用者特典
店舗名

地区

℡(0287)

すっぽん料理 河童

上塩原

32-2364

自然史博物館
木の葉化石園

中塩原

32-2052

史跡鍾乳洞の源三窟

古 町

32-2338

くいものや 花水木

古 町

32-4417

今井屋製菓

古 町

32-2301

美由堂

古 町

32-3290

湯津上屋

古 町

32-2127

塩原もの語り館（売店）

古 町

32-4000

カフェレストラン洋燈

古 町

32-4000

銚子屋

古 町

32-2433

日本料理 松本

門 前

32-2223

旭亭

門 前

32-2109

伊藤穀屋商店

門 前

32-2026

くだものやカフェ 藤屋

門 前

32-2314

栄太楼

門 前

32-2155

鈴木屋・SUZU café

門 前

32-2178

高島屋物産店

門 前

32-2262

そば処 遊蕎

門 前

32-2262

高砂屋物産店

門 前

32-2242

手打ちそば 三條屋

門 前

32-2064

亀屋本舗

畑 下

32-2568

そば茶屋 はすみ

福 渡

47-5660

福 渡

32-2337

関 谷

34-1037

しおばら千二百年物語
（BLESS）
たかはら森林組合
「森林の駅」

協賛施設一覧（飲食店・みやげ物店）
特典内容

店舗の紹介

温泉で自家養殖のすっぽんを使用。コラーゲ
ンを豊富に含み女性にもお勧め。
園内で掘り出された化石を展示。約30万年前
入園料10％引きします。
の動植物の化石が220種も出土。
入場料：大人600円→550円、
平安時代末期、源氏の武将が隠れ住んだ鍾
子供（小中学生）400円→350円
乳洞。落人生活の様子を再現。
ランチタイムに食事された方にコー
精肉店が経営する店。ランチにはみそ汁が付
ヒーをサービスします。
いてお得！
1,000円以上お買い上げで、温泉まん 保存料を一切使用せず、あんこから自家製
ぢう１個プレゼントします。
の「温泉まんぢう」製造元。
1,000円以上のお買い上げで、まんじゅ カリッとした食感と黒糖の香ばしい香りがたま
う１個プレゼントします。
らない「かりんとう饅頭」が人気。
お食事の方に、自家製わらび餅サー
手打ちそばの実演見学できます。
ビスします。
500円以上お買上げの方に粗品プレゼ 塩原の銘菓をはじめ多彩なみやげものが揃
ントします。
う。小物や手作り雑貨も。
塩原で眺めの良いお食事処ナンバーワン！
お食事の方に粗品プレゼントします。
洋風のお料理や喫茶を楽しめる。
麺類・ご飯もの・一品料理など品数豊富。座
お食事の方にお新香サービスします。
敷もあって寛げるのも魅力。
昆布と鰹の出汁を取り、手間暇かけた料理を
お飲物10％引きします。
お手軽価格で提供。（無添加）
お食事の方に、うなぎの骨せんべいプ 思い出づくりの美味しい食事！
レゼントします。
ハレの日GO－
地酒を2,000円以上お買い上げで「天 那須の人気の地酒「天鷹」の特約店。塩原の
鷹名入りグラス」をプレゼント。
おみやげに地酒をどうぞ。
500円以上のご利用で手づくりクッキー 温泉と自然に癒されたら、藤屋の幸せメ
プレゼントします。
ニューで体の内側からリフレッシュ！
お買物・お食事1,000円以上で菓子１ 創業昭和元年、塩原温泉のお土産ときたら塩
個プレゼントします。
味サッパリ、銘菓「くるみ最中」。
1,000円毎のお買い上げで、50円引き
川辺のテラスカフェが素敵なお店。
します。
1,000円以上お買い上げの方に粗品プ
藤田製陶所の小砂焼や民芸品等を販売。
レゼントします。
食事された方にそばアイス100円（通 すべて手打ちのそば専門店。十割・二八・れ
常250円）で提供します。
もんの3種類から選べる。
自家製の山椒の佃煮が自慢。お茶のサービ
お土産全品5％引きします。
スと名産の漬物の試食ができる。
お食事の方、飲み物100円引きしま
石臼自家製粉、挽きたて打ちたて茹でたての
す。
そばを提供。
1,000円以上のお買い上げで、お菓子 温泉まんじゅう製造元。国産100％のあん・黒
１個プレゼントします。
蜜は自家製で、作りたてを提供。
1,000円以上お食事の方にコーヒー又 川沿いに立つ小さなお店です。営業時間11
はミニデザートサービスします。
時～15時。 ※土曜のみ～20時
税別500円以上の利用で温泉の素ま 塩原の物語がたくさん詰まった「茶房」「菓房」
たは絵ハガキプレゼント。
「酒房」からなるSHOP＆CAFÉ。
12月～3月：売店お土産5％引（直売品 四季折々の「もみじ谷大吊橋」を空中散歩。
除く）します。
お食事やショッピングも充実満足。
飲食代5％引きします。

※特典の内容は変わる場合があります

